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湖山地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月１１日（木） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 湖山地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４７名 

市側出席者  １６名 

竹内市長、深澤副市長、羽場総務部長、武田企画推進部長、山本防災調整監、

大島都市整備部長、河井教育委員会次長、牧生活環境課長、林文化財課長、

吉村農業振興課生産流通振興室長、長谷川学校教育課参事、高橋秘書課長 

            ＜事務局＞安本協働推進課長（司会）、岡本協働推進課課長補佐、岡田協働推

進課主任、有本協働推進課主事 

 

４ 「地域での市の主な取り組み」について 

スクリーンに基づき説明（竹内市長） 

 

５「協働のまちづくり」についての報告 

（地区会長） ※スクリーンに基づき説明 

 湖山地区公民館の建設につきましては早期に建設してくれということで、平成１７年８

月から市長並びに教育長に要望して、すでに８年経過しました。本年度の湖山地区の予算

において、用地買収費と設計費等が議決され、長年の懸案が解決し、建設に向けて進めら

れることになりました。湖山地区民一同竹内市長以下関係者の皆さんに感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。 

この公民館建設について、平成２４年３月２８日に湖山地区公民館建設委員会を結成し、

委員が１６名います。委員長は芦澤前館長ですが、４回の建設委員会を開催して、旧湖山

町農協の跡地に建設するということです。この跡地につきましては湖山町資産管理組合が

先行取得で栖岸寺と一緒に買収して、道路も栖岸寺から無償提供していただき、広い５ｍ

道路が線路側についています。前の方が公民館用地で、約１，０００㎡あります。その裏

に駐車場用地として約６００㎡ありますので、十分面積的にはあるということです。 

これについて建設委員会を４回開催し、６月１９日に、近隣の最近建てられた末恒、浜

坂、岩倉の３地区公民館を委員が２名欠の１３名で視察しました。湖山地区の基本設計案

の参考にさせていただき、７案ぐらいの基本設計案をずっと検討して、市の方に委員会で

まとめた要望書もつけて、今お願いしています。 

３地区の公民館とも画一的に４５０㎡なので、特色ある公民館ということがないではな

いかということで、湖山地区としては、まちづくり協議会室を設けることを今回の協議の

中でも主張しています。また、湖山町は歴史、文化が相当ありまして、古文書収蔵庫を設

置して末永く伝承していく、ここに来れば湖山のことが分かるというような部屋を作りた

いと考えているところです。湖山地区は文教地区ですから、鳥大生の利用や、その他の利

用も多く、そういうことも考えた場合、どこも４５０㎡ではなく、人口や利用率等、税金

の執行の面からもちょっとは色をつけてもらうべきではないかというような意見も出てい
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ます。その辺を配慮していただけたらありがたいと思っているところです。平成２７年３

月には完成ということですので、それに向けて予定どおり進捗して湖山地区のまちづくり、

防災避難等の拠点として立派な公民館を建設していただきたいと思っていますのでよろし

くお願いします。 

次にヒストリーロードの整備と「第３０回全国都市とっとり緑化フェア」への連携につ

いてです。連携というのは協力の意味も含めてということでお願いします。湖山地区にお

きましてはコミュニティ計画で、歴史と文化のまち霞の里づくりということを、基本目標

の第一に掲げています。実施項目として尾車文五郎の碑から天神山城跡等含めて、９ヶ所

をヒストリーロードのポイントとして整備を図っていきたいということで整備委員会を立

ち上げました。今年９月２１日から行われる都市緑化フェアに協賛し、しかもいいチャン

スだということで、ちょうど緑化フェアを眼下に天神山が近く、湖山池を下に見て一体的

な感じがするので、緑化フェアに来られたかたが天神山にも上がって見ていただいたり、

その他の散策についてもＪＴＢから希望があるように今のところ聞いていますので、ボラ

ンティアの養成とか、いろいろ整備に向けて頑張っています。市のほうの協力もお願いし

たいと考えているところです。 

このヒストリーロードの整備に関連して、ヒストリーロードマップを５，０００部、各

町内全部配りました。このマップが関係先に人気が割合ありまして、これを緑化フェアに

来られたかたにも出して、利用しようかと考えているところです。この霞の里という立派

な本を全戸に配りましたが、大変力作というか、いろいろ勉強や試行錯誤をしたものを収

録して、後世に残る立派な小冊子だと思っています。 

次に、この緑化フェアに協賛していろいろ取組んでいる中で、問題点や要望事項を整理

しています。まず第１点が、あそこの天神山城跡が県の文化財課と協議する史跡ですので、

そうした場合、案内板、危険防護柵、テント等の杭を打つのも検討しないといけんという

ことで、なかなか困っているというか、まだ検討結果が出ていません。天神山を上がると

東屋がありまして、そこから眺めると湖山池も全貌が見えますし、眼下には緑化フェアの

本部等ありまして、あそこから見れば、緑化フェアが全部とは言いませんが、見えるなと

いう感じです。 

２番目に、この眺める中に配電線がありますが、写真を撮ったり、いろいろすると邪魔

になると言うか、景観を阻害するということで、湖山池周辺は鳥取市の景観形成重点地域

に指定されていますし、ぜひこの配電線を支障移転すべきではないかという強い要望があ

ります。これについても検討していただきたいと思っています。 

次に、湖山町有志による湖山文化研究会は、現在１５名ですが、文化活動の一環として

ボランティアガイド等を養成するということで取組んでいます。先般名物ガイドがおられ

る村岡に、市の方のご協力でマイクロバスも出していただいて、研修に行きました。今度

の緑化フェアに来られたお客さんに、ガイドしたいと考えています。 

次に、天神山の集いを現在１１回やっています。今年はちょうど緑化フェアがあります

ので、今までは座学というか、集いで緑風高校の講堂、体育館でやっていましたが、１２

回を祭り形式にして、１０月の中旬頃に関係先にも協力を仰いで、しかも、香美町村岡区

との交流事業で盛大にやっていこうと考えているところです。村岡に行ったときにもそう

いう話を進めていますので、湖山はもとより鳥取市、緑化フェアを挙げていい天神山の城
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跡の祭りにしたいと考えていますので、ご協力をお願いします。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 湖山地区公民館の建設について 

＜地域課題＞ 

湖山地区公民館の早期建設問題について平成１７年８月に市長ならびに教育長に要望

してから８年経過しました。 

 今年度鳥取市の予算に用地買収費、設計費等が議決され、長年の懸案が解決され建設に

向けて進められることになり、湖山地区民一同竹内市長以下関係各位に感謝申し上げます。 

 平成２３年８月の「湖山地区地域づくり懇談会」以降、平成２４年３月２８日に湖山地

区公民館建設委員会を結成し、４回建設委員会を開催し、「湖山地区公民館基本計画案」を

取りまとめ、去る６月５日に「湖山地区公民館新築基本設計に関する要望書」を提出した

ところであります。 

 今回の協議の中でも申し上げましたが、近年新設の３地区公民館を見学した結果、床面

積がどこも４５０㎡で均一であり、配置が多少違うだけであり特色がない状態であります。 

 湖山地区公民館としては、①まちづくりの拠点として「まちづくり協議会室」の設置 ②

湖山町の歴史・文化に関する古文書収蔵庫の設置 ③湖山地区は文教地区でもあり鳥取大

学生等の利用者が多いこと 以上のことから、多少の床面積の増加をしていただけないの

か要望いたします。 

 今後、２５年６月・土地売買契約締結 同７月・既存建物解体・設計 ２６年６月・本

体工事 ２７年３月・竣工のスケジュールにより、湖山地区のまちづくり・防災避難地等

の拠点として立派な公民館が建設されることを祈念するものであります。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 新しい湖山地区公民館の建設につきましては、平成２５年６月に地権者と土地売買契約

を締結しており、平成２６年度末の完成に向けて取り組んでまいりますので、今後とも地

元公民館建設委員会をはじめ地域の皆さまのご協力をお願いします。 

 本市では平成１０年度以降、地区公民館を新築する場合の延床面積は４５０㎡以内を基

準に整備を行っています。湖山地区公民館の新築もこの基準によることとなりますので、

ご理解をいただきたいと思います。なお、各部屋の面積の調整や間取りを工夫することで

可能な限り地域の要望にお応えしたいと考えています。  

 

（企画推進部長） 

 平成１７年からずっと要望いただいておりますが、皆さまがたのご協力もあって、この

度農協の跡に新しく土地を求めて、現在設計にかかる段取りになっています。つい先月、

用地の取得も完了しまして、現在、基本設計に向けて作業にかかっている段階です。それ

で、面積を４５０㎡の画一的なものではなく、ここは利用者のかたも多いということもあ

って、何とかならないだろうかというご要望でした。周辺の末恒、浜坂、岩倉の比較的最

近建てられました公民館も視察されたということですが、見られたとおり、この周辺の公
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民館もだいたい４５０㎡を基本に建てて

います。鳥取市としましてはこの建設の

基本方針を平成１０年から定めていまし

て、延べ床面積が概ね４５０㎡というこ

とです。最近では、木造瓦葺平屋建てで

バリアフリーに配慮した設計にしようと

いうことで、だいたいその基本線でもっ

て、それぞれの地域の皆さんの要望を取

り入れながら、公民館の建設を行ってい

るという状況です。 

先程ご要望の中にありましたまちづく

り協議会の部屋ですとか、あるいは古文

書等の収蔵庫、また鳥取大学の学生さん

等の利用、こういったことにつきまして

も、現在この整備する予定にしています

会議室、また図書室等の有効利用を検討

いただいて、利用が多い時期には関係団

体の調整等をしていただきまして、何と

かこの４５０㎡の建物の中でそういった

機能をまかなっていただきたいという思

いです。この公民館の建設委員会、今ま

で４回議論重ねていただいて、要望も可能な限り取り入れるような格好での間取りの基本

計画になっていますので、そこら辺もご理解いただきたいと思います。今年度に設計を完

了しまして来年度に建設にかかると。それから隣接の駐車場用地につきましてもきちっと

駐車場として整備いたしまして、平成２７年３月には新しい場所での新しい湖山公民館と

いうことで十分ご活用いただけるような施設にしたいと考えていますので、何とぞご理解

の程よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 作ることは分かりましたが、ここは移転

した場合、どういう格好になるのかという

ことが１つ。それから、湖山という地区が

鳥取市の次の地域だと思うんですが、４５

０㎡の平屋の公民館、これが第２の多くの

人間を抱える地区の公民館として決して不

十分でないのか、一般的に考えて適してい

るのかどうなのかっていうことは、私はよ

く分からないんですけども、湖山に相応しい、人口とその今後のこと、そして、また今お

かれている立場の湖山というところの公民館として相応しい公民館に４５０㎡平屋で満足

したものが出来るのかどうなのか、市としての考えを聞かせてもらえたらなと。ですから、
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２点、１つは移転してここはどうなるのかということと、今度出来る公民館が湖山の公民

館として相応しいのかどうなのか。というのは、湖山西にも公民館がありますが、国際プ

ラザとかいろんなものを併用して素晴らしいものが出来ています。それに対して木造の４

５０㎡でどうなのかな、ひがむわけじゃないんですが、そういうところを、忌憚のないと

ころをお聞かせ願えたらなと思ってです。 

 

（企画推進部長） 

 今２点のご質問いただきました。湖山地区は非常に世帯数、また人口も多い、利用者も

多いのに、どうも４５０㎡ではやっぱりどうなんだということだと思います。最近建てた

ところで、湖山地区とよく似たような世帯数、人口のところでいきますと、例えば、浜坂

地区があります。世帯数が２，８９４世帯、地区の人口が７，３６９人ということで、湖

山地区よりも若干多いところですが、そこも平成１８年にこの同じく木造平屋建てのこの

４５０㎡ということで建てております。利用者の数もザッと年間１万６，０００人余りの

かたが利用しておられます。また、視察でご覧になられた末恒もだいたい地区の世帯数、

人口が似たようなものですし、利用者の数もほぼこの湖山地区と同じくらいの利用者の数

ですが、ここも平成１９年に木造平屋の４５０㎡ということで建てて使っていただいてい

ます。 

従いまして、面積とその世帯数、人口というのは確かにどうなんだというお考えもおあ

りだとは思いますが、多いところでもこの４５０㎡でだいたい賄っていただいておるとい

うのが実情ですので、そこのところはご理解いただきたいと思います。それから、もう１

点、ここの公民館の跡地のことにつきましては、担当の方から答えさせていただきます。 

 

（協働推進課長） 

 平成２６年度中に新しい公民館が完成しましたら、ここの公民館は今の考え方としまし

ては、なるべく速やかに処分というかたちで、別の用途で売り払うとか、そういうような

かたちで考えていけたらなと考えています。 

 

（竹内市長） 

 まず、移転して新公民館が出来たら、ここはどうするかということです。鳥取市の運営

の仕方としては、新しい公民館が出来たら古い公民館は特別に別の用途があれば別ですが、

土地や建物を売却するということを基本において検討することにしています。地域の皆さ

んのいろんな声もあると思いますので、それについても検討をして、一番どういうことが

いいのかということを考えたいと思います。ただ、新しいところを、土地を買収して新し

い公民館を建設するということになりますので、古い公民館に引き続き、このお金を管理

したりすることは必要がなくなります。今、ファシリティマネージメントというのを鳥取

市はやっていますが、財産管理的な観点からも利用の目的を確認して、特にこういう用途

で使わなければならないというようなことがあるかどうか、地元の声はどうかと確認した

上でできれば大変いいロケーションでもあると思いますので、民間の利用に供するという

ことで、市の財政収入にもなるようなことが望ましいというような考え方でおります。 

それから、もう１つ、４５０㎡の件ですが、現在のこの鉄骨２階建てのこの現在の建物
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がだいたい同じ面積の４５１㎡と聞いています。私が市長になりまして、高齢化社会向け

だということと、地元の木材資源なども活用できる、この２点からそういう方向性を打ち

出しています。現にご経験のように階段を上がってくる、階段の部分っていうのは、階段

室と建築上呼んでいますが、こういうところは通路としてしか使えなくて、基本的に部屋

にはなりません。平屋であれば階段のスペースはないわけでして、そういう意味でも利用

の範囲が広がることになると思います。利用の工夫とか、あるいは利用時間、利用のルー

ル、あるいは部屋のレイアウトをいろいろ考えることで、利用しやすい施設に、この地域

の皆さんの一番ニーズが高いところに利用が上手くマッチするようなそういった計画をお

願いをしていきたいと思います。 

公民館は避難所などにもなりますので、人口の多いところは大きいのも必要じゃないか

という考え方もあるかもしれませんが、ご存じのようにこの地域は小中学校だとか、保育

園だとか、公共的な施設も避難所として活用できます。そういった観点から大きな面積の

ものが必要だということにはならないんじゃないかなというふうに思います。いろんな機

能を持った公民館の建設を、一応だいたい基本的にこの基準で平成１０年からやっており

まして、まだまだ改修や新築が必要な公民館が多数あります。市内に６１公民館がありま

すが、なかなか基準をあまり動かすことができないでいるという事情もご理解いただきた

いと思います。 

 

２ヒストリーロードの整備と「第３０回全国都市緑化とっとりフェア」への連携について 

＜地域課題＞ 

「湖山地区地域コミュニティ計画」に、実施計画１として歴史・風土をふまえたまちづく

り」に取り組むこととしており、 湖山地区の歴史的景観である尾車文五郎碑、和泉式部

の産水井戸と胞衣塚、湖山神社、天神山城跡等の史跡を結ぶ小径を修景整備する。このた

めヒストリーロード整備委員会を設置する。と明記しています。 

 平成２４年１０月に「ヒストリーロード整備委員会」を設置して、現在まで２回の整備

委員会を開催し、緑化フェア事務局、その他関係機関と整備について協議を進めておりま

す。 

 平成２５年４月「ヒストリーロード マップ 歴史と文化のまち霞の里」を５千部作成

し、昨年の小冊子「霞の里」と同じく湖山地区全戸に配布し、緑化フェア事務局他関係先

にも配布しました。 

 今年９月２１日から湖山池公園を主会場として開催される「第３０回全国都市緑化とっ

とりフェア」の協力については整備委員会が中心となって緑化フェア事務局他と連携をし

て準備を進めているところであります。  

 この緑化フェアに関する問題点あるいは要望事項は次のとおりであります。 

 

（１）天神山城跡の整備に関連して県文化財課と協議中ですが、案内板、危険防護柵、テ

ント等の杭を打つこともできないなど規制が厳しいので対応策はないのか、検討をお願い

したい。 

（２）天神山城跡から湖山池を眺める景観は絶景でありますが、配電線がこの景観を阻害

しているので配電線の支障移転を検討していただきたい。（県道鳥取空港布勢線の歩道） 



 - 7 -

（３）湖山町有志による「湖山文化研究会」（会員１５名）に文化活動の一環としてボラン

ティアガイド養成の協力をお願いしたい。 

（４）例年実施している「第１２回天神山城跡の祭り（仮称）」の開催を今年は緑化フェア

期間中に天神山城跡において香美町村岡区との交流も含めて開催する計画をしているので

関係先の協力をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教員委員会】 

（１）天神山城跡は県指定史跡であり、管理者である県も、眺望を確保するために伐採を

行うなど、積極的に協力されています。 

 文化財としての価値を将来に伝えていくため、遺構の保存を目的とする現状変更の規制

については、ご理解をお願いします。  

 なお、内容によっては遺構を傷つけないような方法も考えられると思いますので、市の

文化財課にご相談いただければと存じます。 

 

【都市整備部】 

（２）ご要望のあった電柱等は、鳥取緑風高校の敷地内に設置され、土地の管理者は鳥取

県教育委員会であり、電柱の所有者は、中国電力となっています。 

 電柱等の移転について鳥取県に確認したところ、電柱等が土地を管理する上で支障とな

っていないことから、占用者である中国電力に移転等を依頼することは困難とのことです。

また、占用者である中国電力に確認したところ、現時点で電柱移転及び電線地中化の計画

はないとのことであり、景観に配慮するための移転等に要する費用は全額鳥取市負担でお

願いしたいとのことでした。 

 本市では、「鳥取市景観計画」を平成２０年３月に策定しており、湖山池周辺を久松山山

系・因幡白兎・鹿野城下町と並び景観形成重点区域に指定しています。それらの区域等の

景観をはじめ、本市の優れた景観の保全を図るためにも、支障のある構造物等の撤去や電

線地中化等のインフラ整備は必要と考えますので、引き続き必要な対策について検討して

まいります。 

 

（３）「湖山地区地域コミュニティ計画」に基づき、「湖山文化研究会」の皆様が、身近な

地域資源であるヒストリーロードを核とした地域振興の視点で、ボランティアガイド育成

に取り組まれていることは、他地区をリードする先進的な取組であると考えております。

全国都市緑化とっとりフェアを訪れたツアー客への周辺の観光ガイドは、旅行代理店等か

らのニーズもあると伺っています。 

 本市では、ヒストリーロードの導線のための簡易な目印を設置することとしております

し、その他にも、例えばフェア会場内にボランティアブースを設け、週末毎にヒストリー

ロードガイドに常駐いただいたり、ヒストリーロードの案内チラシや紹介ブース等を配置

するなど、ガイドの皆様の活躍の場を提供しつつ、ヒストリーロードをＰＲする仕組みも

検討できると考えております。  

 本市としては、緑化フェアを契機としてヒストリーロードの一層の振興とボランティア
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ガイドの自主的な育成が図られるよう、引き続き地域の皆様との連携を深めてまいります。 

 

【教員委員会】 

（４）「天神山城跡の集い」をはじめとして、湖山地区の皆様が、貴重な文化財の活用に継

続的に取り組まれており、城主であった山名家ゆかりの村岡の方々との交流も深められて

いることについて敬意を表します。 

 教育委員会も、引き続き、講師派遣等の協力を続けてまいります。 

 

【都市整備部】 

（４）全国都市緑化とっとりフェアの成功は、官民連携した取り組みが重要であり、地域

住民をはじめ、市民の協力が不可欠です。湖山地区の皆様には、全国都市緑化とっとりフ

ェアへの積極的な参画やフェアへの誘客をお願いしたいと考えます。フェアをきっかけと

した交流事業等、フェアの誘客等に資する特別な事業の実施の際には、可能な限り支援で

きるよう検討してまいります。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 ヒストリーロードの関係です。県の文化財課の方にお話を確認させていただきますと、

眺望を確保するための伐採など可能な範囲で県としても環境整備を実施しておりますと。

ただ、杭打ちや掘削等遺跡の価値を損なう可能性がある事柄については実施が困難である

という旨を、お答えをさせていただいたということです。 

天神城跡につきましては鳥取市の歴史を考えると貴重な遺跡であり、できるだけ原形を

未来に残していく必要があることから、県として史跡に指定し、現状変更を規制している

というところです。ご理解を願いたいという話でしたが、ただ、活用にあたりましては遺

構本体を損傷させることのない範囲でも可能な方法はあると考えています。現に国の史跡

である鳥取城跡において、杭を打てない場所でも土嚢を積むなど工夫をして対応をしてい

ます。ですから、文化財としての価値を活かしながら活用していくことが重要と思います。

私共教育委員会に文化財課がありますので、そちらにご相談をいただきながら、その両立

ができるような方法を共に考えていきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

 都市緑化フェア実行委員会事務局の事務局

長も兼ねておりまして大変お世話になってお

ります。まず、ご要望のありました電柱につ

いてです。記念撮影などをすると電柱、電線

が支障になるというところです。なぜこの状

態になっているかと申しますと県の教育委員

会がこの電柱の建っている土地を所管してい

ますが、教育委員会として使う分にはこの電

柱がここにあることに支障がないということ

で、県と市の間の協議が長引いているという経緯があります。ただ、市の景観計画で景観



 - 9 -

形成重点区域に定められている区域ですし、

また、市としては緑化フェアの会場をフェア

の後も緑の拠点としていく、また、ヒストリ

ーロードと連携していくということを願って

いますので、今回フェアを機会に、天神山で

ご覧いただいたときに、やはりこれは景観上

問題があるというような話が出たというよう

なことをてこに、フェアに間に合わなかった

から対応しないということではなく、何とか

景観改善をするべく今後とも取組みたいと思

います。 

それから、湖山文化研究会のボランティアガイド養成についてです。地域振興の観点か

らこのボランティアガイドの養成に地域が自ら取組まれておられることは本当に素晴らし

い取組みだと思っています。旅行会社に向けてこの緑化フェアの会場を我々精一杯ＰＲし

て観光客を呼び込もうとしていますが、近年の旅行客さんのニーズとしても地域の歴史を

知りたい、地域のかたのガイドさんの魅力が本当に思い出に残るといったことを旅行会社

さんも意識しておられます。そういう地域のエネルギーという意味でも、真に鳥取市の魅

力を知っていただくという意味でも何とかご協力をしたいと思っておりまして、具体的に

は会場内にボランティアブースを設けて待機していただけるようにしたり、このヒストリ

ーロードを紹介するスペースを設けたり、ご活躍の場をできる限り提供したいと考えてい

ます。今後ともこのフェアを機会に長く連携が図れますよう、できる限り連携を図らして

いただきたいと考えています。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 第１２回天神城跡の祭りについての協力と

いうことです。個人的な話ですが、私も仕事

の関係で２回程この会に参加させていただい

て、当日はあんまり天気がよくなくて体育館

での行事となっていました。県教委、市教委

の専門員の方からの説明、お話を熱心に多く

のかたが聞かれていたというのが印象的に残

っています。今回のこの集いにつきまして、

湖山地域の皆さまが貴重な文化財を活用して、継続的に取組まれており、平成２３年度か

らは城主であった山名家縁の兵庫県香美町の村岡地区の地域のかたがたと交流も深められ

ていることに対しまして敬意を表したいと考えています。教育委員会としても、引き続き

講師派遣等について協力をさせていただこうと思っていますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

（都市整備部長） 

 どちらかというとフェアの事務局長という立場になりますが、フェアの時期に市内でこ
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ういった湖山池、天神山城跡に関係する集いを開いていただけるという計画を本当にあり

がたく思っています。フェアの方でもできる限りＰＲにご協力して天神山城跡の魅力を広

く知っていただくように、ご協力したいと思っています。 

 

（地区会長） 

 ヒストリーロードの整備は緑化フェアの協力で終わるわけではないので、長くこれから

整備をしていきたいという観点から、カラー舗装、あるいは道しるべを整備してほしいと

いうことと、ヒストリーロードを歩くのに交通安全対策をどのようにするかというような

ことについても検討していただきたい。トイレの設置についても、今度公民館がちょうど

真ん中辺にできますから１ヶ所は公民館でできると思いますが検討をよろしくお願いいた

します。 

 

（都市整備部長） 

 分かりました。ヒストリーロードは、もちろん緑化フェア限りではないので、順次地元

の計画のまとまりましたものからお手伝いさせていただく。一度に完成しないかもしれま

せんけれども、できる限りこの地域の魅力、歩いていただけるかたに感じていただけるよ

うにご協力していきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 ヒストリーロード整備委員会のメンバーで、今、天神山の整備を担当しています。天神

山の草刈りをこの７日で３回目で、１０月まで毎月やっていこうということで整備してい

ます。県の文化財課と自治会長以下立ち会っていただいて、いろいろ要望を出しています

が、文化財保護法で、遺跡を傷つけたらいけんということで、杭とかだめだということで

言われています。一番していただきたいと思うのは、湖山池、東屋から湖山池を見るとす

ごい景色がいいですよね。鷲峯山から大山まで見えるかもしれませんが、先がもう急斜面

になっているんです。ＪＴＢからもこの天神山をぜひ見たいという、そういう問い合わせ

もきていますし、それから一般のフェアに来られたお客さんがそこに上がってみたときに、

柵は打ったらいけんということで、落下防止にさっき教育委員会が言われた土嚢とか、こ

ういう方法でお願いしたら、市の教育委員会の方で検討していただけるかどうかをお訊ね

したい。 

 

（文化財課長） 

 史跡の保護につきましては、これは国、県、市、いろいろレベルの史跡があります。国

だから厳しいとか、県だからどうのとか、市だから緩くなるとか、そういったことは実は

なくて、同じような共通の認識で保護を図っていることををまず理解していただいた上で、

具体的に整備するのにどのような方法がいいか。これにつきましては最終的には確かに県

の許可、権限がありますが、その前段でまず所属の市町村が全てそこの調整をしなさいと

いうことで、うちの方で全部調整をした上で県の方に持っていくというようなシステムに

なっています。ですので、やり方によってはできる。それを県と直接ではなくて、私ども

と相談させていただくということでお願いをできないでしょうか。うちが勝手に県のほう
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といい話をするというのではないんですが、できる方法を探っていきたいと思いますんで、

私どもの方にご相談いただいて。ヒストリーロードの整備委員会のご案内が先週ぐらいに

来ていたような気もしますので、そのあたりでもまたお話させていただけたらなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 今のお話については、相談に十分に乗りますので相談してくださいというのが今の課長

の伝えたかったことだと思います。ですから、防護柵が必要なときはこういうかたちなら

可能ですよというあたりが、相談ができると思いますので、そういったことでいろいろご

検討いただいたり、我々の方も具体的に可能な方法をお示しできるということでご理解を

いただいたらいいと思います。 

 

（地元意見） 

 整備委員会で全部まとめて、１～１４まで項目を県の方に一応要望で挙げています。前

の担当のかたは実際歩いてもらったんですけども、県の新しい今年度の担当の課長補佐と

係長さんは、全然返答なしということで、この５月でしたか、村山さんとそれから公民館

長と３人で会いに行きまして、一応こういう要望がありますということで渡して、２回立

ち会っていただいたんかな。それで、いろいろ返答いただいていますが、さっきの危険防

止の柵とか、確かに景観で枝なんかは間引いていただいています。それから枯れ枝の切っ

たやつの撤去とか、一部していただいているんですが、まだしないと危ないよという箇所

があります。それで、県と市の担当のかたも、去年でしたか、何回か会議を持って話し合

ったんですが、一応まとめたやつは県の方に要望出して、一応回答は来ています。さっき

の防護柵はちょっと難しいですよということで、それで、物干しのセメントの土台になっ

た洗濯竿を置いて紐とか縄を巻いてしたらどうですかという案も出しているんですが、か

っこ悪いですよね。それで、さっきおっしゃった土嚢とか、そういうのを検討していただ

きたいんですが、今度会議があるんで、また提案したいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 

（文化財課長） 

 県とまた話をするときにその思いも私どもの方で十分伝えながら協議をしていきたいと

いうふうに考えます。よろしくお願いします。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（地元意見） 

 湖山地区、前からの大きな問題ですが、湖山神社付近の山がありまして、ここに鷺がた

くさん巣を作って人家や道路や、もう洗濯物も干せれないというような状況にあります。

町区だけではとても解決できないということで、要望書がありますが現状をちょっと読ん

でみますと、「近年鳥取市南１丁目、湖山神社のある山の多数の鷺の営巣が続いています。

春になると鳴き声は昼夜を問わず騒がしく、地区民の安眠を妨げている。また、その糞が

家の庭、屋根、車、道路などに落ちて洗濯物を外に干すこともできず、衛生上からも、美
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観上からも我慢の限度を越している状況にあります。地元では花火の打ち上げ音による追

い払い、営巣している樹木の切り倒し等の対策を講じてきたものの、花火後、少し経過す

ると舞い戻ってきたり、営巣している樹木を切り倒しても同じ山の少し離れた場所へ移動

するのみで根本的な解決を見ていないと。それで、こういう現状に対して要望として、１

町内会、１地区自治会では鷺被害にかかる抜本的な解決策を講ずる知識、資金もない。こ

のため、鳥取市において行政の専門的知見、公的資金により抜本的な解決策を講じていた

だきたい。」 

２点が、当面、営巣地に鳥取市の市有地が割合広い範囲であるようでして、鳥取市の市

有地を含めて営巣している樹木を伐採し、早急に巣を取り除いていただきたいということ

で要望書を提出しております。最近出したものですから回答は出にくいかも分かりません

が、これについての考え方なり取り組みを回答していただきたいと思います。 

 

（農業振興課生産流通振興室長） 

 鷺被害対策につきましては、巣を作ることを防止することが一番肝要だといったことで、

そのためには定期的な見回り、ロケット花火などによる追い払い、あるいは銃器の使用に

よる捕獲などがありますが、銃器などの使用は今の状況では難しいといったことから、現

時点では先程説明させていただいた、ロケット花火などによる追い払いで巣を作ることを

やめさせるとか、または巣が作られている木の伐採等が妥当だといったことで、県の鳥獣

対策センターともお話をさせていただいたところです。本市においては単独事業で周辺環

境を改善するために要する費用としまして、鳥獣による被害を受けている自治会を対象に

２分の１の補助を助成する制度を設けているところです。それにつきましては農業振興課

の鳥獣対策係に、また相談していただければと思います。 

それともう１点、早急に巣を取り除いていただきたいが、そこに市の土地所有地がある

ということです。確かに市有地が含まれているということで聞いています。所管が今、ち

ょっと分からないものですから、市の方でも、どこが所管になるのかということを協議し

ないといけないんですが、所管する課と協議を行いながら伐採等の検討を行っていきたい

と考えています。併せて、昨年から地元協議をさせていただいているところでして、井津

水地区の区長さん、地元関係者と数回にわたって協議をさせていただいた結果、鳥獣の被

害を受けている地元担当者等々との協議の結果は、伐採する方向性で今調整中といったと

ころで、見積書を取っていただいているところだと聞いているところです。いずれにしま

しても、何らかの対策を講じる、伐採をするといったことが主流になると思いますので、

鳥獣対策係の方に引き続き協議していただきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 鷺がおります井津水区の者です。ロケット花火による鷺の追い払い、それから、巣のあ

る木を伐採して巣を除去する。そういうことをこれまでにもやっておりますけど、ロケッ

ト花火をしても、しばらくしますとまた帰ってきます。それで、木を切っても、また翌年

度、今度は隣の木に巣をするというようなことで、もう、いたちごっこの感があります。

何とぞ鳥取市さんの方でその抜本的な、それこそ解決策を何か見つけていただきたいと思

います。それから、せっかく市長さんがおいでですので、帰りにその鷺がおります、狭い
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村の中の道を通っていただいて、賑やかく鷺が、今、騒いでおります。それから、窓を開

けていただきますと、ちょっと良い臭いがしておりますので、そのあたりも寄り道してい

ただいて帰っていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

＜補足：農業振興課対応方針＞ 

 地元と協議した結果、樹木の枝葉が落ち営巣場所が確定後に、地元が伐採する予定です。

また、市有地についても財産経営課と協議して伐採の検討を行っていきたいと考えてい 

ます。 

 

（地元意見） 

 湖山地区の民生委員協議会の会長です。民生委員とは関係ありませんが、今年の１２月

から新しい民生委員が出来ますが、実はどこの地区とも民生委員のなり手がないというの

が現状です。市の方も、うんうんと頷いてはおられますが、一つも援助はしていただけま

せん。助けてくださいと言いたいぐらい難しいんです、人選が。実は、あれは昨年の民生

委員の全国大会で、宮崎県だったか、大分県だったか、市役所の中で民生委員に専任の助

成、いわゆる助ける隊を作って、市の職員の方が、こういうＯＢさんがおられますよとか

いうようなことを言ってくださる取り組みをしている市が発表の中にありました。湖山ば

っかりではありませんで、ほとんど全市にわたって民生委員のなり手がないというのが今

の市の民生委員協議会の常任理事会でも出てくる状態であることを一言申し上げておきた

い。一つ、福祉の方の関係ではありますが、その点でのお助けをいただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 民生委員に新しくなっていただける人がなかなか見つからないというご指摘をいただき

ました。私もそういった話を耳にしています。高齢化がある中で、鳥取市は合併によって

民生委員の数を減らさないようにするなど、定員枠ではいろんな努力もしてきたつもりで

はあります。地域の高齢者のかたなどの相談に乗ったり、あるいは状況を把握して必要な

ときに支援をしたりということで、地域にとってたいへん重要な役割を果たしていただく

かたがたであります。新しくなっていただくかたを選ぶ上で、鳥取市があまり大きな力に

なってない部分は確かにあるように、私も感じていますが、地域の中で選んで出していた

だくというような仕組みでやってきたと思います。限界が来ているということだと思いま

す。 

まちづくり協議会などの仕組みの中で何か相談する機会がないものかなと、今、話を聞

きながら感じたわけです。民生委員の皆さんが地域で活動されると同時に、まちづくり協

議会の中には地区の社協のかたもおられたり、自治会のかたもおられたり、他の福祉に関

わるかたもメンバーになっておられたりします。人を選ぶような仕事ですので、あまりオ

ープンに相談できることじゃないかもしれませんが、こういう方はどうだろうというよう

なことを何人かのかたでご相談をいただくようなことができないだろうかというふうに１

つは思いました。 

それから、お話のあった市のＯＢとか、あるいはその他、市の職員ばっかりじゃなくて、

何らかの、学校の先生だとか、公務に関係したようなかたがたにお願いするような話であ
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りましたら、市の方もどういう段階からどういうふうに入っていくのがいいのか分かりま

せんが、そういった方向で考えていく必要があるようでしたら、持ち帰って検討してみた

いと思います。今日は、福祉の直接の担当部局の者があまりおりませんので、あまり踏込

んだ答えが出せませんが、この点につきましては、この地域づくり懇談会で出たご意見と

してしっかりまたどういう検討をしたかも含めてご報告をさせていただきます。 

 

＜補足：障がい福祉課対応方針＞ 

 民生児童委員への選出に関して全国大会で報告された大分市では、選任についての支援

ではなく、委員の活動を市が支援することにより、負担を軽減する取組みを行っています。

委員からの相談及び活動の支援や関係機関との連絡調整を業務ごとに支援担当者を配置し

迅速に行っています。 

 本市におきましても、民生児童委員が活動しやすい環境づくりに対して積極的に取組み

を行い支援することに努めたいと思います。 

 市のＯＢとか公務に関係した方への委員への就任依頼については、年金者連盟等の退職

者で組織される団体の総会等で民生児童委員の活動内容や必要性をご説明した上で、これ

までの経験を活かしご協力いただくようお願いしていきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 市庁舎のことでお聞きしたいんですが、市庁舎整備を進めると載っていますよね。これ

を見ると、住民投票ということに対してすごく軽視されているような文面で書かれている

ように思われるんですが、市長は、この住民投票の位置づけとして、どのような考えでお

られるのか、ちょっとお伺いしたいんですけど。 

 

（竹内市長） 

 現在、鳥取市として発表しています鳥取市庁舎整備の基本方針案で住民投票をどういう

ふうに考えるのかという、位置づけについて触れています。住民投票については、昨年の

５月２０日に実施をされて、２つの市庁舎整備の案が示されて、どちらがいいかというこ

とで選択がなされたわけです。具体的な内容を詳しく話す必要はないかと思いますが、新

築移転案と耐震改修を基本とする案が１案、２案というふうに示されました。数の上で住

民投票の結果から見ますと耐震改修を基本とする案が多数を占めたということで、確かに

その住民投票の結果としては方向が決まったと考えたところです。しかし、その後の議会

における検討の中で、議会自身がこの２つの庁舎整備の選択肢を提案して、議会自身がそ

の結果について、その後いろいろな検討をされたわけです。それで、２号案というその耐

震改修の案については、その案のとおりは実現できないということで実際に経費がいくら

かかるだろうかというのを建築設計事務所に依頼して金額を出してもらったら、設計と建

設に３３億２，０００万円かかると。それから関連してその土地の土を掘ったり、文化財

の調査などを合わせるとさらに１０億円ぐらいかかるというような結論が出て、そういっ

たことも議会の最終報告となっています。 

従って、その案のとおりできないということになり、これは、住民投票にとっては非常

に重大な事態が生じたと私は考えています。議会は執行部が提案する案を審議していくと
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いうような基本的なスタンスになっておりますので、その後、議会としては改めて執行部

に対して、庁舎整備をどのように進めるかを検討して、専門家委員会を立ち上げて議論を

進めて、鳥取市としては現時点での市民の意向というものをしっかりと把握をして、それ

に基づいて、それを踏まえた市庁舎整備を進めていく必要があるという考え方に立ってい

ます。また、住民投票の結果、実際に７４億８，０００万円と２０億８，０００万円、設

計も含めて建設費の数字が出ていたわけですが、住民の皆さんがこの住民投票において示

された耐震改修の方がいいという判断の大きな理由としては、やっぱり費用が安い内容だ

からといった点があったことも、その直後の調査などでも示されています。その後、専門

家委員会の調査検討結果でも、これは住民意識調査ですが、やはり市民の皆さんは建設の

経費をできるだけ少なくしていくというようなことを重要なポイントにされていますので、

住民投票の結果や市民の意識調査の結果を踏まえて、今、検討している市庁舎整備という

のは、どういう機能を備えるべきか、そして経費はどの程度それにかけていくのか、機能

の強化と経費の抑制と、こういう２つの大きな目標を持って庁舎整備を進めようと考えて

います。 

そういう意味でいろんな議論が住民投票に関して市議会でもなされていますが、私とし

ては住民投票で全てが決まったというようなことではないことは、その後の経過を見ても

明らかです。庁舎整備は、現在の市民の皆さんのご意向ご意見、これを踏まえながら進め

ていく必要があるものだと考えています。その中で特に防災とか、市民サービスの面での

機能の強化とか、サービスの改善そういったことが急がれるということで、そうしたこと

にまずは力を入れて庁舎整備はやっていくのが一番だと、市民の皆さんの望みや希望に叶

ったものだというような認識を持って進めようと考えています。いずれにしても、これか

ら説明会もしていろんな意見をお聞きした上で、最終的な全体構想というのをまとめて、

それに基づいた推進を図りたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 今後、市立病院跡に建設の予定をされたようですが、私はいい方向ではないかと思いま

す。というのは、例えば現庁舎を耐震改修したところで、２０年、２５年先にまた新しい

ものを建てるとなると、今現在建てる予定の金額よりもぐっと市民の負担が大きくなるだ

ろうと思うし、今の建物を直しても、すごく使い便利が悪いものだと考えます。しかし、

昨年の、市長が発表された、雑念の入ったような、あれこれの計画を発表されたというこ

とは、ちょっとまずかったと。というのは、それによって市民が非常に迷い、そして住民

投票まで持っていって、あれこれのところに設計やら調査やら依頼されることになり、何

億もの貴重な鳥取市民のお金を無駄遣いされたじゃないかと、私は考えます。本当に市民

のためのことだけを本当に市長は考えていただいて、安全でいい庁舎を造っていただいて、

職員も働きやすい、皆が安心して利用できる市庁舎を造っていただきたいと思います。 

本当に大切なお金を使われたということは残念に思っています。ことによっては、市民

の意見を聞かれるのは必要だと思いますが、それを踏まえた上で市長はこうやろうという

決断をスパッと１本出していただいてやっていただくということでないと、ああしようか、

こうしようかというような、ああいう計画を出されるといけません、本当に。私はそう思

いました。 
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８ 市長あいさつ 

 まとめのご挨拶といたしましては、皆さんのこうして貴重な時間をいただきながら地域

の課題についてお互いに意見を述べ合うことができた、そういう貴重な機会になったこと

につきましては、地区会長さん始め役員の皆さまがたや参加された地区の皆さまがたに、

感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。庁舎の課題も、これか

ら最終的な全体構想というのをできるだけ速やかにまとめたいということで、今日の段階

としては、年明け１月～６月までにかけて専門家委員会の議論とか、市民の意識調査を踏

まえてまとめた基本方針案を示したところであります。まだまだ全体像がはっきりしたと

いう内容になっておりません。速やかに全体的な絵面をまとめたいと考えています。それ

には、もう少し調査しなければならない点もありますので、そのようにさせていただきた

いと思います。お話にあったお金の無駄遣いといった点については、お金とともに時間が

ずっとかかってきているということで、市民の皆さんにたいへんな不満なり、批判なり、

これまでもたくさんお受けしております。住民投票は議会自身が決めて、実施を決めて議

決をされ、鳥取市として実施した投票でありましたが、これにも大きな費用がかかったじ

ゃないかと。それが後で検証してみたらいろんな問題点もあったといったような全体の経

過を見ますと、そうしたお金の無駄遣いが見られるじゃないかという点については、今後

そういうことがないようにしなきゃならんと固く決意しています。これまでの分も、私自

身、反省の気持ちは持っています。ただ、鳥取市全体として、議会も含めて、いろんな判

断から設計事務所に委託をしたりとか、調査を依頼したりとか、いろんなことも含めてや

ってきたこの時間と、そして長い時間と、そしていろんな経過、紆余曲折といった点につ

いては、こういったことをいつまでも繰り返していたらいけないということを固く決意を

しています。そういう意味で、この庁舎問題の本格的な検討を始めたのは平成２１年度か

らで、今年度かかるとすれば、今年度は５年目に入っておりますから、これはいくらなん

でも方向を出せなければ、この問題についての鳥取市としての判断ができないということ

は本当に問題があります。災害は待ってくれません。大きな地震が来たときに、今の市庁

舎では耐えられないことが明らかですから、防災の拠点としても十分なものを用意しなけ

れば、大きくなった鳥取市の中での大がかりな防災体制、あるいは災害体制、救援体制、

こういったことができなくなると、内心大いに焦っているような気持ちもあります。一刻

も早くという気持ちがあります。そういった気持ちも一方に持ちながら、やはり議会の議

決もきちんと得て進まなきゃいけないわけですから、市民の皆さんのご意見、そして市議

会の意見、これをしっかりと踏まえて具体の事業化を進めたいと思います。内容にわたる

ご意見は、この基本方針案の段階でしかまだないものですから繰り返しませんが、この機

会に、多くのかたがたが早くスムーズに決めて実施に移せというお気持ちだと思いますの

で、その点は、私、最善の努力をこれから重ねていきたいと思っています。よろしくお願

いします。今日は地域づくり懇談会、ご参加いただきました皆さんに心からお礼を申し上

げて、締め括りとしたいと思います。本当にありがとうございました。 


